
No 地域 施設区分 施設名（略称） 住所 電話番号

1 中央 保育所 高千穂乳児保育園 宮崎市高千穂通2丁目28-1 22-5204

2 中央 保育所 おひさま保育園 宮崎市下原町231-2 26-5216

3 中央 保育所 宮崎至慶保育園 宮崎市神宮1丁目55-2 23-2520

4 中央 保育所 権現乳児保育所 宮崎市江平東町1-2 27-4624

5 中央 保育所 江平保育園 宮崎市橘通西5丁目6-36 24-7806

6 中央 保育所 橘保育園 宮崎市橘通東1丁目7-18 22-2984

7 中央 保育所 石井記念こひつじ保育園 宮崎市広島1丁目7-18 23-2541

8 中央 保育所 八幡保育園 宮崎市宮田町3-6 28-6363

9 中央 保育所 コスモナーサリー 宮崎市江平東1丁目10-20 67-6700

10 中央 小規模保育事業 宮崎駅東小規模保育園 宮崎市宮崎駅東2丁目3-10 41-8814

11 中央 小規模保育事業 ニチイキッズみやざき中央保育園 宮崎市瀬頭2丁目6-5 35-3055

12 中央 幼稚園 共愛幼稚園 宮崎市別府町3-27 27-0722

13 中央 保育所 中央保育園 宮崎市清水2丁目8-7 24-7626

14 中央 認定こども園 霧島幼保学園 宮崎市霧島4丁目187 29-6177

15 中央 認定こども園 ソレイユ 宮崎市和知川原1丁目40-2 24-6470

16 中央 認定こども園 よいこのもり認定こども園 宮崎市和知川原3丁目13-1 29-0077

17 中央 認定こども園 よいこのもり第２認定こども園 宮崎市和知川原3丁目13-1 29-0216

18 中央 認定こども園 祇園こども園 宮崎市霧島2丁目216 25-2726

19 中央 小規模保育事業 三愛保育園 宮崎市清水1丁目6-22 55-0415

20 中央 幼稚園 宮崎カトリック幼稚園 宮崎市霧島3-12-2 23-3568

21 中央 幼稚園 野の花幼稚園 宮崎市霧島1-31-1 26-1331

22 中央 幼稚園（国立） 宮崎大学教育学部附属幼稚園 宮崎市船塚1-1 24-6707

23 中央 保育所 小戸保育所 宮崎市鶴島3丁目93 25-2098

24 中央 認定こども園 高千穂幼稚園 宮崎市西高松町3-9 22-8322

25 中央 認定こども園 ちどり子ども園 宮崎市南高松町2-37 22-6057

26 中央 認定こども園 平和幼稚園 宮崎市松橋1-17-26 27-7457

27 中央 小規模保育事業 ちどりほいくえんそらいろ 宮崎市松橋2丁目5-26 34-9025

28 中央 小規模保育事業 サムエル幼育園 宮崎市松橋1丁目9-18 27-6234

29 大宮 保育所 東大宮保育園 宮崎市花ヶ島町野中田2064-2 27-0178

30 大宮 保育所 平和ヶ丘保育園 宮崎市池内町古門991 39-3377

31 大宮 保育所 大宮保育園 宮崎市下北方町貝吹330-5 25-0257

32 大宮 保育所 下北方保育園 宮崎市下北方町塚原5821-20 22-6553

33 大宮 保育所 平和が丘乳児保育園 宮崎市平和が丘西町14-1 24-8288

34 大宮 保育所 南方保育園 宮崎市南方町御供田1191 39-5400

35 大宮 認定こども園 平和が丘幼稚園 宮崎市平和が丘東町3-1 24-9212

36 大宮 認定こども園 いずみ幼稚園 宮崎市下北方町花切5660-4 23-3703

37 大宮 幼稚園 宮崎至慶幼稚園 宮崎市神宮1-57 27-4567

38 大宮 保育所 あおぞら保育園 宮崎市大島町前田376-7 25-6831

39 大宮 保育所 光明保育園 宮崎市村角町阿波2525 25-7252

40 大宮 保育所 みのり保育園 宮崎市大島町原ノ前1412-5-6 26-2048

41 大宮 保育所 ドンボスコ保育園 宮崎市波島2丁目8-36 22-2201

42 大宮 保育所 波島保育園 宮崎市波島2丁目12-27 28-9136

43 大宮 認定こども園 のぞみ保育園 宮崎市大島町畑ヶ田1080 24-9737

44 大宮 幼稚園 宮崎ひがし幼稚園 宮崎市大島町松ノ木下229 25-4907

45 大宮 幼稚園 あおぞら幼稚園 宮崎市大島町前田376-7 27-4848

46 大宮 幼稚園（私学） 花ヶ島幼稚園 宮崎市下北方町椎ノ坪775-1 23-4709

47 大淀・大塚 保育所 太田保育園 宮崎市太田3丁目2-5 51-7939

48 大淀・大塚 保育所 江南保育園 宮崎市大淀2丁目4-20 51-6889

49 大淀・大塚 保育所 星華保育園 宮崎市中村西1丁目5-3 51-5692

50 大淀・大塚 保育所 天神の森きらら保育園 宮崎市谷川3丁目2-1 51-4527
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51 大淀・大塚 保育所 三宮保育園 宮崎市北川内町6338-1 53-8233

52 大淀・大塚 認定こども園 ひかり幼稚園 宮崎市中村東1-6-6 51-7381

53 大淀・大塚 認定こども園 古城認定こども園 宮崎市古城町山ノ城5604 53-8470

54 大淀・大塚 認定こども園 大淀幼稚園 宮崎市淀川2-2-20 51-4888

55 大淀・大塚 認定こども園 千代田幼稚園 宮崎市太田4-5-40 51-3402

56 大淀・大塚 保育所 みずほ保育園 宮崎市大塚町池ノ内1094 47-4152

57 大淀・大塚 保育所 あけぼの保育園 宮崎市江南4丁目24-21 52-2184

58 大淀・大塚 保育所 第２あけぼの保育園 宮崎市福島町寺山3147-26 63-5334

59 大淀・大塚 認定こども園 大塚あけぼの幼稚園 宮崎市福島町寺山3147-26 53-9570

60 大淀・大塚 認定こども園 ふたば認定こども園 宮崎市大塚町大迫詰4341-1 53-3323

61 大淀・大塚 認定こども園 認定こども園 大塚 宮崎市大塚町時宗1734-1 62-4340

62 大淀・大塚 認定こども園 天神保育所 宮崎市大塚町天神後2716-1 53-7433

63 大淀・大塚 認定こども園 あさひ保育園 宮崎市大塚町八所3606-7 53-6377

64 大淀・大塚 保育所 大塚台保育園 宮崎市大塚台西2丁目3-2 47-0402

65 大淀・大塚 保育所 大塚台西保育園 宮崎市大塚台西3丁目22-2 48-0373

66 大淀・大塚 保育所 ひまわり保育園 宮崎市大塚台東1丁目30-2 48-1300

67 大淀・大塚 認定こども園 桜ヶ丘幼稚園 宮崎市桜ヶ丘町11-4 47-4941

68 大淀・大塚 認定こども園 生目台ピノキオこども園 宮崎市生目台西3丁目10-2 54-6006

69 大淀・大塚 認定こども園 アリスこどもの家幼稚園 宮崎市生目台東4丁目7-3 52-3367

70 大淀・大塚 認定こども園 宮崎西幼稚園 宮崎市生目台西2-2-1 59-1924

71 大淀・大塚 幼稚園（私学） 生目台幼稚園 宮崎市生目台東4-3-1 53-6098

72 檍 保育所 山崎保育園 宮崎市山崎町上ノ原1055-1 26-1070

73 檍 保育所 一ツ葉保育園 宮崎市新別府町山宮1045-2 26-5191

74 檍 保育所 宮崎みなと保育園 宮崎市新栄町19-6 22-2210

75 檍 保育所 曽師保育所 宮崎市吉村町中原甲2703-12 27-2616

76 檍 保育所 高洲保育園 宮崎市高洲町36-4 28-1526

77 檍 保育所 田代保育学園 宮崎市田代町16 67-5858

78 檍 保育所 きらきらアート保育園 宮崎市吉村町南田甲1099 33-9178

79 檍 認定こども園 浮之城ひまわり幼保園 宮崎市吉村町上無田提甲710-1 26-1388

80 檍 認定こども園 昭和認定こども園 宮崎市昭和町7-3 27-1535

81 檍 認定こども園 宮崎幼稚園 宮崎市高洲町172-12 28-1150

82 檍 認定こども園 宮崎学園短期大学附属みどり幼稚園 宮崎市昭和町57 22-3251

83 檍 認定こども園 潮見保育園 宮崎市中西町52-1 25-8189

84 檍 認定こども園 みくに幼稚園 宮崎市吉村町北原甲1405-15 29-5451

85 檍 認定こども園 あおき保育園 宮崎市吉村町江田原甲266 23-2055

86 檍 小規模保育事業 ファンファン（FunFan） 宮崎市新別府町江田原7-1 89-4584

87 檍 小規模保育事業 こどものしろ保育園 宮崎市永楽町205-1 29-6330

88 檍 小規模保育事業 保育所ちびっこランドひので園 宮崎市日ノ出町5-1 89-3990

89 檍 幼稚園 明星幼稚園 宮崎市吉村町寺ノ下甲2319 29-8113

90 本郷 保育所 たいよう保育園 宮崎市大字本郷北方字乙戸3549-1 77-7211

91 本郷 認定こども園 恵愛こども園 宮崎市大字本郷南方2910 56-4161

92 本郷 認定こども園 みやざき認定こども園 宮崎市大字郡司分甲5742-3 56-3344

93 本郷 認定こども園 くどみ児友園 宮崎市大字郡司分甲2202-2 55-2000

94 本郷 認定こども園 希望ヶ丘こども園 宮崎市希望ヶ丘3丁目21-11 56-2881

95 本郷 認定こども園 本郷幼稚園 宮崎市大字本郷南方4755-2 56-3797

96 本郷 幼稚園 南ヶ丘幼稚園 宮崎市本郷2-12-7 56-6205

97 赤江 保育所 しろはと保育園 宮崎市恒久5丁目13-5 51-1580

98 赤江 保育所 赤江保育園 宮崎市大字恒久327-1 51-4746

99 赤江 保育所 飛江田保育園 宮崎市大字赤江813-2 52-2183

100 赤江 保育所 恒久保育園 宮崎市大字恒久4535 53-2500
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101 赤江 保育所 どうめき保育園 宮崎市大字恒久6611-6 54-1152

102 赤江 保育所 大坪保育園 宮崎市大字恒久字野中6100-1 51-1478

103 赤江 認定こども園 あゆみこども園 宮崎市大字本郷北方2142-1 52-0000

104 赤江 認定こども園 日の出幼稚園 宮崎市恒久2-11 51-8095

105 赤江 認定こども園 南宮崎カトリック幼稚園 宮崎市恒久南1-10-9 51-1430

106 赤江 認定こども園 横町さくら保育園 宮崎市大字恒久5155-1 53-6289

107 赤江 認定こども園 まなびこども園 宮崎市大字恒久4561-2 52-3971

108 赤江 事業所内保育事業 迫田病院　ほほえみ保育園 宮崎市城ヶ崎3丁目2-1 51-2820

109 赤江 幼稚園 宮崎みなみ幼稚園 宮崎市大字恒久6732-1 51-2058

110 赤江 幼稚園 月見ヶ丘幼稚園 宮崎市月見ヶ丘4丁目19-2 51-1748

111 赤江 認定こども園 成華幼稚園 宮崎市大字赤江388 52-3010

112 木花 保育所 加江田保育園 宮崎市大字加江田4462-1 65-0067

113 木花 保育所 鏡洲保育園 宮崎市大字鏡洲字星叶541 58-0256

114 木花 認定こども園 木花こども園 宮崎市大字熊野字西ノ原6777-3 58-0050

115 木花 幼稚園 木花幼稚園 宮崎市学園木花台南3-26-1 58-3877

116 青島 保育所 内海保育園 宮崎市大字内海1224-1 67-0024

117 青島 保育所 青島保育所 宮崎市青島西2丁目1 65-1205

118 青島 認定こども園 あおしま幼稚園 宮崎市青島4-9-1 65-1091

119 住吉 保育所 住吉中央保育園 宮崎市大字島之内7601-1 39-1536

120 住吉 保育所 住吉東保育園 宮崎市大字島之内堂山10597-1 39-1945

121 住吉 保育所 住吉南保育園 宮崎市大字芳士2345-1 39-1739

122 住吉 保育所 広原保育園 宮崎市大字広原783-2 39-1954

123 住吉 認定こども園 ひなたほいくえん 宮崎市大字芳士1808-1 74-7727

124 住吉 認定こども園 島之内保育園 宮崎市大字島之内8900 39-0694

125 住吉 認定こども園 風光るゆめの森 宮崎市大字島之内10302－2 72-5505

126 住吉 認定こども園 住吉幼稚園 宮崎市大字島之内8363-1 39-1953

127 住吉 幼稚園（私学） 芳士幼稚園 宮崎市大字芳士人ノ前1997-3 39-4771

128 生目 保育所 和保育園 宮崎市大字小松237-11 47-2200

129 生目 保育所 富吉保育園 宮崎市大字富吉2265 48-1730

130 生目 保育所 跡江保育所 宮崎市大字跡江2007 48-1511

131 生目 保育所 まつぼっくり保育園 宮崎市大字小松1981-1 47-7827

132 生目 保育所 タンポポ保育園 宮崎市大字小松641 47-0908

133 生目 認定こども園 生目幼稚園 宮崎市大字浮田2913 48-3062

134 生目 小規模保育事業 もりのくれよん 宮崎市大字柏原419 77-7070

135 北 保育所 ひらまつの杜 宮崎市大字大瀬町5711 41-0658

136 北 認定こども園 三和こども学舎 宮崎市大字瓜生野2196 41-3030

137 北 認定こども園 直純寺こども園 宮崎市大字瓜生野151-5 41-1201

138 北 認定こども園 吉野保育園 宮崎市大字金崎2953 41-1133

139 北 幼稚園（公立） 倉岡幼稚園 宮崎市大字糸原538 41-1560

140 佐土原 保育所 福島保育所 宮崎市佐土原町下田島14232 73-4878

141 佐土原 保育所 佐土原保育園 宮崎市佐土原町上田島1337-7 74-0073

142 佐土原 保育所 明照保育園 宮崎市佐土原町下田島4558-2 74-3777

143 佐土原 保育所 ひがし保育園 宮崎市佐土原町下田島19422-11 73-3530

144 佐土原 保育所 久峰保育学園 宮崎市佐土原町下田島21487-20 89-5858

145 佐土原 認定こども園 黒田こども園 宮崎市佐土原町下那珂8138 74-2037

146 佐土原 認定こども園 七つの星幼稚舎 宮崎市佐土原町下田島9175-1 73-3572

147 佐土原 認定こども園 ひろせ幼稚園 宮崎市佐土原町下田島20293-4 73-6222

148 佐土原 認定こども園 光が丘幼稚園 宮崎市佐土原町下那珂4750-359 73-6162

149 佐土原 認定こども園 那珂こども園 宮崎市佐土原町東上那珂4115 74-0334

150 佐土原 認定こども園 原口こども園 宮崎市佐土原町下那珂3422 73-2544
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151 佐土原 認定こども園 中央ヴィラこども園 宮崎市佐土原町下田島20565-57 73-1935

152 佐土原 認定こども園 佐土原幼稚園 宮崎市佐土原町上田島1576 74-0162

153 佐土原 幼稚園 広瀬共栄幼稚園 宮崎市佐土原町下田島11956-1 73-0175

154 田野 保育所 わかば保育園 宮崎市田野町甲5556-2 86-2001

155 田野 保育所 さくらが丘保育園 宮崎市田野町甲2793-4 86-0388

156 田野 保育所 あおば保育園 宮崎市田野町乙9179-8 86-1582

157 田野 保育所 慈愛保育園 宮崎市田野町乙9547-35 55-7050

158 田野 保育所 ぎんなん保育園 宮崎市田野町乙3226 86-2312

159 田野 認定こども園 めぐみ保育園 宮崎市田野町乙9391-15 86-0311

160 田野 認定こども園 みなみこども園 宮崎市田野町南原2丁目17-6 86-1881

161 田野 認定こども園 田野カトリック聖母幼稚園 宮崎市田野町乙9306-8 86-0251

162 高岡 保育所 東高岡保育所 宮崎市高岡町花見101-2 82-1016

163 高岡 保育所 天ヶ城保育園 宮崎市高岡町内山2575-2 82-3766

164 高岡 保育所 たかふさ保育園 宮崎市高岡町高浜755-1 82-3132

165 高岡 保育所 穆佐保育園 宮崎市高岡町小山田100-1 82-3522

166 高岡 保育所 高岡中央保育園 宮崎市高岡町内山2897 82-0140

167 高岡 認定こども園 うちやま認定こども園 宮崎市高岡町内山1018-8 82-1190

168 高岡 幼稚園 高岡幼稚園 宮崎市高岡町大字内山3068 82-0144

169 清武 保育所 黒坂保育園 宮崎市清武町木原6322-1 85-1380

170 清武 保育所 南加納保育園 宮崎市清武町加納甲1520-50 85-2088

171 清武 保育所 北今泉保育園 宮崎市清武町今泉甲5749-3 85-0089

172 清武 保育所 南今泉保育園 宮崎市清武町岡1丁目20-2 85-1020

173 清武 保育所 せいぐう保育園 宮崎市清武町加納乙124 85-3827

174 清武 認定こども園 ふなひきこども園 宮崎市清武町船引6599-1 85-1612

175 清武 認定こども園 しんまちこども園 宮崎市清武町新町1丁目6-2 85-0243

176 清武 認定こども園 加納ひまわり幼保園 宮崎市清武町加納甲2022-10 85-8040

177 清武 認定こども園 清武中央こども園 宮崎市清武町正手1丁目10-1 85-0079

178 清武 認定こども園 宮崎学園短期大学附属清武みどり幼稚園 宮崎市清武町大字船引140 85-0166

179 清武 小規模保育事業 ななほしキッズ 宮崎市清武町加納甲1813-16 65-6501

180 清武 幼稚園（公立） 清武幼稚園 宮崎市清武町今泉甲6899 85-5335
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《お問い合わせ先》
　

宮崎市役所 保育幼稚園課
　

宮崎市橘通西１丁目１番１号

（本庁舎１階）

（０９８５）２１ー１７７４


